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藤崎町企画課企画係
　75－3111(内線2224)

麻しん風しん定期予防接種の通知を受けた方へ

　予診票に同封されている｢予防接種をうける前に読みましょう｣の下

記の箇所に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

◆　誤：４－⑥二種混合の予防接種後、他の予防接種を受ける場合は、

　　　　６日以上間隔をあけて下さい。

　　正：４－⑥麻しん風しんの予防接種後、他の予防接種を受ける場

　　　　合は、27日以上間隔をあけて下さい。

◆　医療機関　　誤：ときわ会病院　実施日　毎週木曜日

　　　　　　　　正：ときわ会病院　実施日　毎週水曜日

☆お問合せ　福祉課健康係(内線2120、2123、2503)

４月から６月まで麻しん風しんの予防接種奨励期間としています。

健康状態の良い、早い時期に接種を済ませるようにしましょう。

もうすぐチャレンジデー！！

　５月26日(水)チャレンジデー当日は、下記の28カ所において、午前

６時30分からラジオ体操を実施します。ぜひご参加ください。

※お仕事の都合等により個人で参加する場合は、各町内会の班長まで

　午後５時までに参加報告用紙を持参するか、電話・ＦＡＸにて参加

　報告をお願いします。

※なお、午前９時から午後３時までスポーツプラザ藤崎のアリーナ、

　トレーニングルームを無料開放しますので、ぜひお越しください。

☆お問合せ　スポーツプラザ藤崎　　　75ー3323　ＦＡＸ75ー4090

藤崎地区
① 老人憩いの家・八幡宮 舟場・みつや・表町・仲町・曲新田
② 白鳥飛来広場 本町・舘川・下町
③ 白子研修センター 白子
④ 林崎研修センター 林崎
⑤ 鹿嶋神社 横町・伝馬
⑥ ふれあいず～む館 木挽町・朝日町
⑦ 藤越研修センター 藤越
⑧ スポーツプラザ藤崎 西豊田１・２・３・葛野
⑨ ＪＡつがる弘前藤崎支店 東町・水沼
⑩ 中野目研修センター 中野目
⑪ 西中野目研修センター 西中野目・亀岡・吉向
⑫ 三集落センター 俵舛・下俵舛・柏木堰
⑬ 平成会館 矢沢・小畑・中島
⑭ 集会所 緑町
⑮ 堰神社 新町

 
常盤地区

① 福舘公民館 福舘
② 富柳老人憩いの家 富柳
③ 久井名舘老人憩いの家 久井名舘
④ 水木ふるさとセンター 水木
⑤ 福左内公民館 福左内
⑥ 常盤コミュニティセンター 常盤・若柳・常盤小学校通り
⑦ 徳下老人憩いの家 徳下
⑧ 福島公民館 福島
⑨ 三ツ屋老人憩いの家 三ツ屋
⑩ 若松転作研修館 若松
⑪ 榊公民館 榊
⑫ 亀田交流センター 亀田
⑬ 駅裏公園 西田

計28カ所

 

わくわくドキドキ！お話会

　今年も地域子育て支援センターではお話会を開催します。

　今回はどんなお話が待っているのでしょうか？

　ぜひ親子で参加して楽しんでください！

☆日　　時　５月20日(木)　午前10時30分～

☆場　　所　藤崎保育所　地域子育て支援センター

☆対　　象　在宅の未就学児と保護者

☆講　　師　わっこの会のみなさん

※申込は随時受付けます。

☆申込・お問合せ　○藤崎保育所　75ー3305

　　　　　　　　　○地域子育て支援センター　75ー6131

藤崎町次世代育成支援対策推進行動計画(後期計画)を策定しました

　全国的に少子高齢化が進む中、町では平成17年７月に次世代育成支

援対策推進行動計画を策定し、子育てに対する支援の強化・拡充に努

めてきました。この計画は、子どもの育成に関わるすべての視点か

ら、次代を担う子どもやその子どもたちを育成する家庭を地域全体で

支援するための基本計画です。

　このたび、平成22～26年度の今後５年間における｢次世代育成支援｣

の基本的な考え方や、その考えのもとで、町民や保育・教育従事者、

行政が協働で取り組んでいくための施策や事業の方向性を明らかにす

るために｢次世代育成支援対策推進行動計画｣(後期計画)を策定しまし

た。閲覧を希望される方は下記受付までお越しください。

☆お問合せ　住民課子育て支援係(内線2136)

町民登山(秋田県森吉山へ)参加者募集

☆主　　催　ときわ山岳会・ときわ山野草会
☆日　　時　７月４日(日)　午前６時30分出発
☆集合場所　津軽みらい農業協同組合　常盤支店
☆参 加 料　2,500円(バス代、温泉入浴料、傷害保険料など)
☆持 ち 物　昼食、登山靴、雨具、軍手、入浴用具など
☆募集人員　先着40名
☆申 込 先
　○津軽みらい農業協同組合　常盤支店　営農販売課　今　65-3111
　○常盤生涯学習文化会館　65ー3100
※詳細、行程予定はお問合せください。

☆お問合せ　三上　65ー2008

平成22年度藤崎町ダイヤモンド婚夫婦
金婚夫婦の申請について

　藤崎町では、下記によりダイヤモンド婚式および金婚式並びに祝賀
会を開催いたします。
　対象となられるご夫婦は、藤崎町社会福祉協議会および藤崎老人福
祉センターに申請用紙を準備しておりますので、６月１日(火)までに申
込をお願いいたします。

☆日　　時　６月18日(金）午前10時30分
☆場　　所　藤崎町ふれあいず～む館　ふれあいひろば
☆参 加 費　ご夫婦１組　2,000円(参加費は当日頂きます)
☆対象夫婦
　◆ダイヤモンド婚式
　　藤崎町に住所を有し、昭和25年１月１日から昭和25年12月31日まで
　　に婚姻届を提出され、平成22年中に結婚60年を迎えられるご夫婦。
　　※但し、以前ダイヤモンド婚の顕彰を受けられた方は除きます。
　◆金婚式
　　藤崎町に住所を有し、昭和35年１月１日から昭和35年12月31日まで
　　に婚姻届を提出され、平成22年中に結婚50年を迎えられるご夫婦。
☆申 込 先　藤崎町社会福祉協議会または藤崎老人福祉センター
※なお、藤崎町に本籍を有しない方は戸籍謄本を１部添付してください。

☆お問合せ　藤崎町社会福祉協議会　65ー2056



原子燃料サイクル意見交換会への参加団体を募集します

　青森県では、原子燃料サイクルに関する知識の普及と理解促進のた
め、原子燃料サイクル施設等の視察を兼ねた意見交換会を開催してい
ます。今年度も下記のとおり参加団体を募集します。

☆開催場所(視察地域)及び募集団体数
　○六ヶ所村コース(１日)　10団体(１団体あたり40人程度)
　○東通村・六ヶ所村コース(１泊２日)　６団体(１団体あたり25人程度)
　○茨城県東海村コース(２泊３日)　５団体(１団体あたり25人程度)
　○福井県敦賀市コース(２泊３日)　１団体(１団体あたり25人程度)
☆開催時期　平成22年６月～平成23年２月(六ヶ所村コースは通年)
☆内　　容　施設視察、国・県・事業者等との意見交換、アンケート
　　　　　　調査の実施
☆経費負担　旅費(宿泊費含む)、バス・会場借上料、その他意見交換
　　　　　　会に要する経費等を県が負担
☆対象団体　県内の農林水産、商工、青年、女性、医療、保健衛生、
　　　　　　社会福祉、消防防災、教育等に係る各種団体
☆団体の募集・選定
　　市町村経由で提出した参加希望調書をもとに県が団体を選定(東海 
　　村・敦賀市コースはこれまでに関連施設視察実績がある団体を優先)
☆応募期限　６月４日(金)
※六ヶ所村コースについては期限後も随時受付します。
※ご希望がある場合は、お問合せください。

☆お問合せ　企画課企画係(内線2223)

ヤングボランティアスタッフ募集

　ボランティアを通して、同世代での交流を深めてみませんか？
　18才から30才ぐらいまでの青年スタッフを募集しています。

☆主な内容
　○小学生を対象にした事業にスタッフとして参加します。
　○ボランティアスキル向上のための研修会に参加します。
☆活動予定
　○６月16日(水)「オリエンテーション」
　○７月18日(日)「藤崎だがしや楽校」
　○８月21日(土)・22日(日)「スタッフ宿泊研修会」
　○10月21日(木)～23日(土)「通学合宿」
　○週末に行われている｢放課後子ども教室｣
※都合のいい時、可能な範囲で参加していただきます。
※詳しい募集要項および申し込み用紙は、町文化センターにあります。

☆お問合せ　生涯学習課(町文化センター内)　75ー3311

｢法務局なんでも相談所｣開設

　青森地方法務局弘前支局、弘前人権擁護委員協議会では、６月１日
の｢人権擁護委員の日｣にちなんで、公証人、司法書士会、土地家屋調
査士会の協力で「法務局なんでも相談所」を開設いたします。
　相談は無料、秘密は厳守いたしますので、土地や建物の登記や遺言
に関する問題、供託・戸籍の問題、近隣・家庭・学校・職場の問題、
子どもに関する悩みごと、また、どこに相談したらよいか分からない
などお困りの方はお気軽にお越しください。法務局職員、人権擁護委
員、公証人、司法書士、土地家屋調査士が無料で相談に応じます。　
　なお、弘前支局は平成14年12月に城東第５地区へ移転しております
ので、お越しの際は、弘前駅前から城東循環100円バスをご利用にな
り、｢城東タウンプラザ前｣バス停でお降りになると便利です。

☆日　　時　５月29日(土)　午前10時～午後３時
☆会　　場　青森地方法務局弘前支局　２階会議室　

☆お問合せ　青森地方法務局弘前支局総務課　26ー1150

地域づくり・地域活性化の活動に助成します

　(財)青森県市町村振興協会では、地域づくりの推進や地域活性化を担う
人材育成をする団体等に対し、下記のとおり助成金を交付しています。
　活用をご希望の場合はお気軽にご相談ください。

☆地域づくり推進ソフト事業助成金
　○助成対象事業　地域住民の自主的・主体的な参画のもとに行う事業
    (例)地域の魅力や資源の調査研究・普及宣伝、イベント・まつり  
        の開催・参加、地域交流促進、スポーツ・健康づくり、伝統     
        の担い手育成等の地域づくりに資するもの
　○助成対象経費　謝金、旅費、印刷製本、委託料、賃借料、通信運搬費等
　○助成限度額　　50万円(効果が顕著と認められるものは100万円)
　○助成対象団体　青森県地域づくりネットワーク推進協議会登録団
　　　　　　　　　体(今年度の登録でも可)またはＮＰＯ法人
☆地域活性化人材育成事業助成金
　○助成対象事業・限度額
　　１)普及啓発事業　
　　　　地域活性化のための講演会、研修会、イベント等の開催：40万円
　　２)専門家招へい事業　
　　　　地域活性化への指導・助言を得るための専門家招へい：30万円
　　３)調査研究事業　
　　　　地域活性化事業立案のための調査研究：20万円
　　４)能力開発事業　
　　　　地域活性化事業に必要な専門知識等の習得、資格取得等：10万円
　○助成対象者
　　１)青森県地域づくりネットワーク推進協議会登録団体(今年度の
　　　 登録でも可)又はＮＰＯ法人の代表者、またはそれに所属する
　　　 者でその代表者が推薦する者
　　２)地方公共団体の長が推薦する者
☆対象事業期間　
　平成22年４月１日から平成23年２月28日までに着手し完了するもの
☆応募期限　６月４日(金)までに役場企画課へ申請書を提出してください。
☆交付決定　７月下旬に協会から審査結果が通知されます。
※詳細はインターネットＨＰ｢あおもり活性化ライブラリ｣を参照いた
　だくか(http://www.net.pref.aomori.jp/kassei/)、役場担当まで
　お問合せください。

☆お問合せ　企画課企画係(内線2223)

｢生活ブック｣を配布しています

　生活ブック研究会では、暮らしに役立つ情報を盛り込んだ｢生活ブッ

ク｣を作製しました。これは、地域の方々が生活の安全と人生に潤いを

保つことを趣旨として作製したもので、公共機関、相談窓口の電話番

号の一覧や防災マニュアルなどをファイルにつづったものです。生活

ブックを手元に置いておくと、いざという時にすぐ使えます。

　生活ブック研究会では、地域の一人暮らしのお年寄りに生活ブック

を無料で配布しています。詳しくはお問合せください。

☆お問合せ　生活ブック研究会事務局　齋藤ひとみ　75ー9888

藤崎町ユニカールクラブ
第６回会長杯春季大会参加者募集

☆日　　時　５月29日(土）
　　　　　　午前９時30分～(午前９時受付開始）
☆場　　所　スポーツプラザ藤崎
☆対　　象　男女問わず３名１チーム
☆種　　目　スタンダードの部
☆試合方法　原則は、予選リーグ、決勝トーナメント戦(予選４位ま
　　　　　　で)とするが、参加チームにより主催者が決定する。
☆参 加 費　1,000円(弁当代含む)
☆持 ち 物　内ズック、タオル、動きやすい服装
☆申 込 み　５月25日(火)までに、申込用紙に記入の上、お申込みください。
　　　　　　※申込用紙は、スポーツプラザ藤崎においてあります。
　どなたでも気軽にできるスポーツですので、ぜひ参加してみてください。
　また、藤崎町ユニカールクラブでは、随時会員を募集しています。
☆練 習 日
　○水曜日　午後７時～午後９時　スポーツプラザ藤崎
　○金曜日　午後７時～午後９時　スポーツプラザ藤崎

☆お問合せ　スポーツプラザ藤崎　75－3323

農地の保全管理に努めましょう

　草刈り等の管理がなされていない農地は、隣接の農地を耕作されて
いる方へ迷惑をかけるばかりでなく、農地はいつでも耕作できる状態
で管理されていなければなりません。
　現在、何らかの事情で農作物の作付けをしていない農地であっても、
良好な農地として保全するためには除草管理等が必要不可欠です。
　ただし、水田の場合は７月下旬から９月上旬(出穂の２週間前から
出穂後４週間の間)の草刈りは、カメムシを水田に追い込むこととな
り逆効果となりますのでご注意ください。
 なお、水田の草刈りの適期は６月下旬から７月中旬となっており、
この時期に地域ぐるみで一斉に草刈りを行うと効果的です。
　農地の保全・管理については、所有者および管理者が原則として努
めるものですので、農地の保全管理にみなさん協力しましょう！

☆お問合せ　町農業委員会(内線2145、2251)


